
湯を沸かすほどの熱い愛 

クロックワークス 2017.4 201704 

中野 量太∥脚本 監督 宮沢 りえ∥出演 杉咲 花∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ﾕヲﾜ/  020151353 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾕ ｵ ﾜｶｽ ﾎﾄﾞ ﾉ ｱﾂｲ ｱｲ 

責任個人ﾖﾐ ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｴ 

責任個人ﾖﾐ ｽｷﾞｻｷ ﾊﾅ 

価格 ¥16000 

発行者ﾖﾐ ｸﾛｯｸﾜｰｸｽ 

演奏時間 125 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

銭湯・幸の湯を営む幸野家。だが父が 1 年前に出奔し銭湯は休業状態。母・双葉

はパートをしながら娘を育てていた。そんなある日突然、余命 2 ケ月と宣告を受け

る。その日から彼女は「絶対にやっておくべきこと」を実行していく。 

内容ﾖﾐ 

ｾﾝﾄｳ･ﾕｷ ﾉ ﾕｦ ｴｲ ﾑ ｺｳﾉ ﾔ｡ﾀﾞｶﾞ ﾌ ｶﾞ 1 ﾈﾝ ﾏｴ ﾆ ｼｭｯﾎﾟﾝ ｼ ｾﾝﾄｳ ﾊ ｷｭｳ

ｷﾞｮｳ ｼﾞｮｳﾀｲ｡ﾓ･ﾌﾀﾊﾞ ﾊ ﾊﾟｰﾄｦ ｼﾅ ｶﾞ ﾗ ﾑｽﾒｦ ｿﾀﾞﾃ ﾃ ｲﾀ｡ｿﾝﾅ ｱﾙﾋ ﾄﾂｾﾞﾝ､ﾖ

ﾒｲ 2 ｹ ﾂｷ ﾄ ｾﾝｺｸｦ ｳｹ ﾙ｡ｿﾉﾋ ｶﾗ ｶﾉｼﾞｮ ﾊ｢ｾﾞｯﾀｲ ﾆﾔｯﾃ ｵｸ ﾍﾞｷ ｺﾄ｣ｦ ｼﾞｯｺ

ｳ ｼﾃｲｸ｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


ユニコ 

魔法の島へ サンリオ映画 

サンリオ 2013.7 201307 

村野 守美∥構成 監督 脚本 三輪 勝恵∥声の出演 島本 須美∥ほか声の出演 

カーリルを開く (外部サイト)    

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ﾕﾆｺ/  020151395 ＤＶＤ 

詳細情報 

ＩＳＢＮ 4-387-13031-4 

タイトルﾖﾐ ﾕﾆｺ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ﾏﾎｳ ﾉ ｼﾏ ｴ 

責任個人ﾖﾐ ﾑﾗﾉ ﾓﾘﾋﾞ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾜ ｶﾂｴ 

責任個人ﾖﾐ ｼﾏﾓﾄ ｽﾐ 

叢書名ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ ｴｲｶﾞ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ 

演奏時間 91 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

西風に運ばれ、見知らぬ村にきたユニコは、山猫に追われたところを助

けてくれた女の子・チェリーと友だちになります。ところが、村では魔法

使いによって怖ろしいことが起こり…。ユニコが活躍するシリーズ第 2

弾。 

内容ﾖﾐ ﾆｼｶｾﾞ ﾆ ﾊｺ ﾊﾞﾚ､ﾐｼﾗﾇ ﾑﾗ ﾆ ｷﾀ ﾕﾆｺﾊ､ﾔﾏﾈｺ ﾆ  

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=4387130318
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=4387130318


ユニコ 

サンリオ映画 

サンリオ 2013.7 201307 

平田 敏夫∥監督 手塚 治虫∥原作 三輪 勝恵∥声の出演 杉山 佳寿子∥ほか声の出演 

カーリルを開く (外部サイト)    

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ﾕﾆｺ/  020151387 ＤＶＤ 

詳細情報 

ＩＳＢＮ 4-387-13030-7 

タイトルﾖﾐ ﾕﾆｺ 

責任個人ﾖﾐ ﾋﾗﾀ ﾄｼｵ 

責任個人ﾖﾐ ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 

責任個人ﾖﾐ ﾐﾜ ｶﾂｴ 

責任個人ﾖﾐ ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ 

叢書名ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ ｴｲｶﾞ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ 

演奏時間 90 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

西風の精によって見知らぬ土地に運ばれたユニコは、悪魔くんや猫のチャ

オといった仲間に出会います。ユニコの角の力で女の子に変身したチャオ

に、ゴースト男爵の悪の誘惑が…。幻の生物ユニコーンの子供ユニコの愛

と冒険物語。 

内容ﾖﾐ 

ﾆｼｶｾﾞ ﾉ ｾｲ ﾆ ﾖｯﾃ ﾐｼﾗﾇ ﾄﾁ ﾆ ﾊｺ ﾊﾞﾚ ﾀﾕﾆｺﾊ､ｱｸﾏ ｸﾝﾔ ﾋﾞｮｳ ﾉ ﾁｬｵ 

ﾄｲｯﾀ ﾅｶﾏ ﾆ ﾃﾞｱｲ ﾏｽ｡ﾕﾆｺﾉ ﾂﾉ ﾉ ﾘｷ ﾃﾞ ｵﾝﾅﾉｺ ﾆ ﾍﾝｼﾝ ｼﾀ ﾁｬｵ ﾆ､

ｺﾞｰｽﾄ ﾀﾞﾝｼｬｸ ﾉ ﾜﾙ ﾉ ﾕｳﾜｸ ｶﾞ ﾃﾝﾃﾝ｡ﾏﾎﾞﾛｼ ﾉ ﾅﾏﾓﾉ ﾕﾆ ｺｰﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 

ﾕﾆｺﾉ ｱｲ ﾄ ﾎﾞｳｹﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ｡ 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=438713030X
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=438713030X


くるみ割り人形 

サンリオ 2015.6 201506 

増田 ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ∥監督 E.T.A.ﾎﾌﾏﾝ∥原作 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ∥原作 有村 架純∥声の出演 松坂 

桃李∥ほか声の出演 

カーリルを開く (外部サイト)    

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ｸﾙﾐ/  020151403 ＤＶＤ 

詳細情報 

ＩＳＢＮ 4-387-15022-0 

タイトルﾖﾐ ｸﾙﾐﾜﾘ ﾆﾝｷﾞｮｳ 

責任個人ﾖﾐ ﾏｽﾀﾞ ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ 

責任個人ﾖﾐ ﾎﾌﾏﾝ ｴﾙﾝｽﾄ･ﾃｰｵﾄﾞｰﾙ･ｱﾏﾃﾞｳｽ 

責任表原綴 Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 

責任個人ﾖﾐ ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ ﾋﾟｮｰﾄﾙ･ｲﾘｲﾁ 

責任表原綴 Chaĭkovskiĭ Pёtr Il'ich 

責任個人ﾖﾐ ｱﾘﾑﾗ ｶｽﾐ 

責任個人ﾖﾐ ﾏﾂｻﾞｶ ﾄｵﾘ 

価格 ¥12000 

発行者ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ 

演奏時間 80 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

14 歳の少女クララは、ある夜、大切なくるみ割り人形をネズミの大群にさらわ

れてしまう。人形を追って少女が迷い込んだのは、ふたつ頭の白ネズミの女王

に呪いをかけられた人形の国だった。極彩色ミュージカル・ファンタジー。 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=438715022X
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=438715022X


レッドタートル 

ある島の物語 ジブリがいっぱい COLLECTION 

ウォルト・ディズニー・ジャパン [2017.6] 201706 

ﾏｲｹﾙ･ﾃﾞｭﾄﾞｸ･ﾄﾞｩ･ｳﾞｨｯﾄ∥原作 脚本 監督 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /772/ﾚﾂﾄﾞ/  020151536 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾚｯﾄﾞ ﾀｰﾄﾙ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｱﾙ ｼﾏ ﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 

責任個人ﾖﾐ ｳﾞｨｯﾄ ﾏｲｹﾙ･ﾃﾞｭﾄﾞｸ･ﾄﾞｩ 

責任表原綴 Wit Michael Dudok de 

叢書名ﾖﾐ ｼﾞﾌﾞﾘ ｶﾞ ｲｯﾊﾟｲ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥12500 

発行者ﾖﾐ ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 

演奏時間 81 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

嵐の中、荒れ狂う海に放りだされた男が、九死に一生を得て無人島に

たどり着いた。必死に島からの脱出を試みるが、見えない力によって何

度も島に引き戻される。絶望的な状況に置かれた男の前に、ある日、

一人の女が現れた。 

内容ﾖﾐ 

ﾗﾝ ﾉ ﾅｶ､ｱﾚｸﾙ ｳ ｶｲ ﾆ ﾎｳ ﾘﾀﾞ ｻﾚ ﾀ ﾅﾝ ｶﾞ､ｷｭｳｼ ﾆ ｶｽﾞｵｦ ﾄｸ ﾃ 

ﾑｼﾞﾝﾄｳ ﾆ ﾀﾄﾞﾘﾂ ｲﾀ｡ﾋｯｼ ﾆ ﾄｳ ｶﾗ ﾉ ﾀﾞｯｼｭﾂｦ ｺｺﾛﾐ ﾙ ｶﾞ､ﾐｴ ﾅｲ ﾘ

ｷ ﾆ ﾖｯﾃ ﾅﾝﾄﾞ ﾓ ﾄｳ ﾆ ﾋｷﾓﾄﾞ ｻﾚ ﾙ｡ｾﾞﾂﾎﾞｳﾃｷ ﾅ ｼﾞｮｳｷｮｳ ﾆ ﾁ ｶ

ﾚ ﾀ ﾅﾝ ﾉ ﾏｴ ﾆ､ｱﾙﾋ､ﾋﾄﾘ ﾉ ｵﾝﾅ ｶﾞ ｱﾗﾜﾚ ﾀ｡ 

 

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp


シリウスの伝説 

サンリオ映画 

サンリオ 2013.7 201307 

波多 正美∥監督 脚本 辻 信太郎∥原作 製作 古谷 徹∥声の出演 小山 茉美∥ほか声の出

演 

カーリルを開く (外部サイト)    

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ｼﾘｳ/  020151379 ＤＶＤ 

詳細情報 

ＩＳＢＮ 4-387-13029-1 

タイトルﾖﾐ ｼﾘｳｽ ﾉ ﾃﾞﾝｾﾂ 

責任個人ﾖﾐ ﾊﾀ ﾏｻﾐ 

責任個人ﾖﾐ ﾂｼﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 

責任個人ﾖﾐ ﾌﾙﾔ ﾄｵﾙ 

責任個人ﾖﾐ ｺﾔﾏ ﾏﾐ 

叢書名ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ ｴｲｶﾞ 

価格 ¥10000 

発行者ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ 

演奏時間 108 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

水の王子シリウスは、火の女神の娘マルタと出会い、恋に落ちます。しかし、

火と水は敵同士、絶対に許されない恋でした。2 人は火と水が共に住める星が

あることを知り…。悲しくも美しいラブストーリー。 

内容ﾖﾐ ﾐｽﾞ ﾉ ｵｳｼﾞ ｼﾘｳｽﾊ､ﾋﾉ ﾒｶﾞﾐ ﾉ ﾑｽﾒ ﾏﾙﾀﾄ ﾃﾞｱｲ､ﾚﾝ ﾆ ｵﾁ  

 

 

 

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=4387130296
http://api.calil.jp/openurl?rft.isbn=4387130296


ちっちゃな英雄(ヒーロー) 

サンリオピューローランド×ネルケプランニング SANRIO PUROLAND DVD COLLECTION 

サンリオ 2015.10 201510 

きだ つよし∥脚色 演出 大石 憲一郎∥音楽 加藤 真央∥出演 西馬 るい∥ほか出演 

資料の状況 

館 場所 請求記号 資料コード 種別 

中央図書館 視聴覚コーナー /771/ﾁﾂﾁ/  020151361 ＤＶＤ 

詳細情報 

タイトルﾖﾐ ﾁｯﾁｬﾅ ﾋｰﾛｰ 

ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙﾖﾐ ｻﾝﾘｵ ﾋﾟｭｰﾛｰﾗﾝﾄﾞ ﾈﾙｹ ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

責任個人ﾖﾐ ｷﾀﾞ ﾂﾖｼ 

責任個人ﾖﾐ ｵｵｲｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 

責任個人ﾖﾐ ｶﾄｳ ﾏｵ 

責任個人ﾖﾐ ｲﾙﾏ ﾙｲ 

叢書名ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ ﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞ ﾃﾞｨｰｳﾞｲﾃﾞｨｰ ｺﾚｸｼｮﾝ 

価格 ¥8000 

発行者ﾖﾐ ｻﾝﾘｵ 

演奏時間 41 分 

大きさ 12 

数量 1 

収録内容 

本当の「強さ」とは何か、本当の「英雄」とは何か。「友情」をテーマに、カ

ッコよくて優しいねずみたちの成長を描く。マイメロディ&男性俳優のみが

出演する、ネルケプランニングとコラボレーションしたミュージカル。 

内容ﾖﾐ ﾎﾝﾄｳ ﾉ｢ﾂﾞﾖｻ｣ﾄﾊ ﾅﾆｶ､ﾎﾝﾄｳ ﾉ｢ﾋﾃﾞｵ｣ﾄﾊ ﾅﾆｶ｡｢ﾕｳｼﾞｮｳ｣ｦ ﾃｰﾏ ﾆ､ｶｯｺ  

 

http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp
http://opac.library.ichihara.chiba.jp/opac/wopc/pc/pages/SearchResultList.jsp

